
 

「三十三フィナンシャルグループＮＰＯ応援基金」寄付先一覧（団体名五十音順） 

 

 肩書き 代表者

所在地 活動開始

民謡藤本流師範 森嶋 捷代

いなべ市 2001年

代表 辻　久好

いなべ市 2012年

代表 日比野一子

桑名市 1997年

代表 服部 純子

いなべ市 2010年

理事長 岡田聖子

鈴鹿市 2014年

理事長 金子直由

伊勢市 2011年

会長 近藤博文

いなべ市 2015年

理事長 塩谷明美

松阪市 2000年

理事長 山田知美

四日市市 2016年

事務局長 西村忠祐

四日市市 2019年

代表 前川真弓

四日市市 2018年

会長 山下俊和

名張市 2000年

あげきっ子民謡保存会
阿下喜地区に伝わる民謡の保存、子ども向け和楽器教室
の開催、介護施設・老人会への慰問

いなべの里山を守る会
荒山の草刈、低木の伐採、倒木の撤去などを通じて地域
の里山を綺麗にして地域環境保全を図る

団体名 活動内容

特定非営利活動法人shining
高齢者、障害者、子ども、子どもを持つ人々に対する地
域交流の場、学びの場の提供

バルーンアートの会
バルーンアートを通じて地域交流を図り、地域の活性化
と地域福祉へ貢献する

ＣＡＰみえ
子どもの人権教育プログラムを広め、諸団体との連絡・
交流を実施

特定非営利活動法人
南勢子どもの発達支援
センターえがお

障害のある子どもの発達支援、障害のある子どもを支え
る支援者の研修

子育てサロン さくらんぼ
子ども・保護者の交流会開催、イベント・講演会の企画
運営、フリーペーパーの発行

野外育児ohana
子どもたちが自然の中で五感を使い自由に遊ぶことので
きる環境づくり

ゆうあい日本語の会
名張市在住の外国人住民に対する日本語取得及び地域と
の関わりづくりの支援

特定非営利活動法人
松阪子どもＮＰＯセンター

子ども支援、子育て支援、ネットワークづくり、文化芸
術体験事業

みんにこ
高校生や小学生が楽しめるイベントの企画や多文化共生
サークルでの学習

特定非営利活動法人
三重はぐくみサポート

子ども食堂の運営、シングルマザー、シングルファー
ザーのスキルアップやキャリアアップ等の支援

 
 
各団体の詳細については、次頁以降をご覧ください。 
 



 

団体名 あげきっ子民謡保存会 

所在市町 いなべ市 

主な活動内容 

地域イベントへの参加、老人ホーム・ふれあいサロンなど

への慰問を行っています。他校との交流会や、年末には親子

でのカレーライス作り（お楽しみ会）が恒例の行事になって

います。 

メッセージ 

①地域に伝わる民謡を後世に伝える、②和楽器（三味線、

太鼓）を習得する、③日本の民謡を謡い、弾き、踊る、こと

を目的としています。 

会員は３歳から高校生まで幅広く、幼児から２年生は唄・

踊り、３年生からは三味線・太鼓などを行います。年齢に幅

がありますので、上の子は下の子の面倒をよく見てくれるな

ど、親睦を深め良き思い出作りをしています。 

活動風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

団体名 いなべの里山を守る会 

所在市町 いなべ市 

主な活動内容 

地域の荒れた里山を整備し、子どもたちの遊べる環境を作

るとともに、環境保全活動を行っています。 

子どもたちが自然に親しめる環境整備を行って１０年近

くになります。現在は整備がほぼ完了しており、今後は自然

教室を開催する予定です。 

メッセージ 
里山の整備だけでなく、自然に親しめる環境つくりを目標

にしています。 

活動風景 

 



 

団体名 ＣＡＰみえ 

所在市町 桑名市 

主な活動内容 

子どもには特別に大切な権利があります。その大切な権利

を侵害するいじめ、誘拐、性暴力、虐待などのあらゆる暴力

から、自分の心とからだを守るための方法について考え合う

ワークショップを子どもや大人向けに実施しています。 

メッセージ 
県内の幼稚園、学校（小学校、中学校、高校）、児童養護

施設等で活動しています。 

活動風景 

 

 

 

 



 

団体名 子育てサロンさくらんぼ 

所在市町 いなべ市 

主な活動内容 

毎月１回、未就学児童とその保護者が集まり、様々なイベ

ントを開催しています。 

ママボランティアスタッフが中心となって運営している

ため、ママ目線での活動イベントが開催できて、ママたちは

リフレッシュ時間が持てます。 

メッセージ 

2021 年で活動を開始して 10 年となります。ＯＢのママ

スタッフも戻ってきて、活動の幅やネットワークは年々広が

っています。 

活動風景 

 

 

 

 

 

 



 

団体名 特定非営利活動法人ｓｈｉｎｉｎｇ 

所在市町 鈴鹿市 

主な活動内容 

2016年８月より三重県鈴鹿市にて毎月第三土曜日10時

から子ども食堂を開催しています。 

2020 年度はコロナ禍により、子ども食堂と合わせてフー

ドパントリーも行っています。 

メッセージ 

子ども食堂を軸に、地域で子どもを見守り、育てるを広め、

子育てしやすい地域になるよう活動しています。 

地域での横の繋がりを大切に子どもたちが大好きな故郷

となるよう頑張ります。 

活動風景 

 

 



 

団体名 特定非営利活動法人南勢子どもの発達支援センターえがお 

所在市町 伊勢市 

主な活動内容 

南勢地域での障がいのある子どもと保護者・支援者への支

援をするため、通所支援事業（児童発達支援・放課後等デイ

サービス）を中心に、子どもの発達支援事業、子どもの文化

推進事業、研修・講師派遣事業、地域生活推進事業を行って

います。 

メッセージ 

個別の療育・言語訓練などを通して、子どもたちの「でき

た！」「またやってみよう！」を大切にしながら、支援を行

っています。ニーズの増加に伴い、R3.4 月から通所支援事

業で行っている【子どもの発達支援事業所えがお】の定員を

増加致します。 

寄付金は子どもたちの療育に必要な教材を購入する資金

とする予定です。 

活動風景 

 

 



 

 

団体名 バルーンアートの会 

所在市町 いなべ市 

主な活動内容 

主にいなべ市内の地域イベントへの参加のほか障害児施設

や放課後児童教室等を訪問し、バルーン(風船)を使い犬やウサ

ギといった動物等を作り、バルーンアートパフォーマンスで

楽しんでもらったり、一緒にバルーン作りを体験してもらっ

たりするなど、バルーンアートを通じた地域交流に努めてい

ます。 

メッセージ 

私たちはバルーンアートを通じて地域の人たちとの“ふれ

合い”を深め、バルーンで作る楽しさや喜び、そして笑顔を

届けます。 

活動風景 

 



 

 

団体名 特定非営利活動法人松阪子どもＮＰＯセンター 

所在市町 松阪市 

主な活動内容 

子どもの権利条約の理念のもと、すべての子どもが、自分

は自分でいいと思え、自信を持って自分の人生を切り拓いて

いけるよう、チャイルドライン事業を始めとする子ども支援

事業、ファミリーサポート事業などの子育て支援事業のほ

か、ネットワークづくり事業等に取り組んでいます。 

メッセージ 

活動に賛同し、支えてくださる個人、団体の方を募集して

います。また、活動資金確保のためのファンド活動も行って

いますので、ご協力くださる方をお待ちしています。 

活動風景 

 

 

 

 

 



 

 

団体名 特定非営利活動法人三重はぐくみサポート 

所在市町 四日市市 

主な活動内容 

イオンモール四日市北内「５５カフェ」にて、子ども食堂

を毎月開催しています。 

昨年のコロナ禍以降は、食堂だけでなくお弁当の支援と物

資の支援も開始して、よりたくさんの家族と繋がり支援をし

ています。 

メッセージ 

活動を始めて５年目を迎えることができました。 

これまでたくさんの子ども達と楽しく食事をすることがで

きたのも皆様の応戦があってこそです。 

これからも、子どもの笑顔を増やす為、活動を続けて参り

ます。 

活動風景 

 



 

団体名 みんにこ 

所在市町 四日市市 

主な活動内容 

笹川のお祭りでバザー団体として出店し、その売り上げで

子どもたちのためになるイベントを企画・運営しています。 

体を動かすスポーツイベントを企画したり、地域の方々の

力を借りながら学校をきれいにしたりする活動をしていま

す。中古ランドセルのプレゼントもしています。 

メッセージ 

外国人集住地区の笹川で、外国人も日本人も一緒にいるこ

とが当たり前になっている高校生が、「一緒にいることの楽

しさを次の世代に伝えていく」ことを目的に活動していま

す。 

モットーは楽しく。地域のつながりを深めるために、高校

生が楽しく取り組めることをどんどん挑戦していきます。 

活動風景 

 

 



 

団体名 野外育児ｏｈａｎａ 

所在市町 四日市市 

主な活動内容 

プレーパークを通した自然、人、地域をつなぐ居場所作り

をしています。 

自然に配慮しながら、子どもたちが自由に遊びこめる環境

を作り、遊育を通して、子どもの生きる力を育みます。また、

世代交流、地域交流の場とし、安心できる居場所を作ってい

ます。 

メッセージ 

プレーパークは、「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットー

に０歳～120 歳まですべての世代の人が、自分のやりたい

ことをやる場所です。たき火、秘密基地、工作、ブランコ・・・、

楽しくチャレンジし、失敗しても大丈夫！あなたは何をして

遊ぶ？ 

活動風景 

 



 

団体名 ゆうあい日本語の会 

所在市町 名張市 

主な活動内容 

日本語学校がない名張市で活動する日本語支援団体です。

市内在住の外国人住民に対し、個々のレベルに応じた日本語

指導、七夕やお正月の遊び等の日本文化紹介、会員相互の親

睦、また指導者に対しては指導力向上の研修会を中心に活動

を展開しています。 

メッセージ 

外国人住民が、地域住民と対等で良好な関係を築き、名張

市民として「共に生きていく暮らしの実現」に力を注ぎます。 

そのための第一弾、「世界の国からコンニチワ！」をテー

マに、世界８か国の家庭料理の祭典を開催します。食の屋台

交流会です。開催の暁には、ぜひご参加ください。 

活動風景 

 

 

 

 


